
研修名 小児看護Ⅱ

対象ラダー ラダーⅠ

受講条件 小児看護Ⅰ修了者（聴講可）

日時 平成　31　年　7月　17日（水）

場所 大会議室

担当 教育委員（部署：NICU/22病棟）

講師 要綱参照

研修概要・ねらい

子どもの看護では同じ疾病や年齢であっても、疾病の程度・発達課題の達成状況・
家族背景や周囲の状況等により必要とされる支援は異なる。
本研修の対象者が目指す「ラダーレベルⅡ」では、状況に応じた看護を提供するた
めに必要な情報を収集し、子どもの発達課題などの個別性を考慮しながら標準的な
看護計画に基づく看護実践を自立して行うことが求められる。本研修では、得られた
情報を元にこどもの全体像としての課題と ニーズを捉え、自身が行った看護実践の
根拠について論理的に考察できる能力を養うことをねらいとする。

到達目標

①子どもの状況を多角的にアセスメントするために必要な知識と方法を理解すること
ができる。（ニーズをとらえる力）
②自部署でよく見る症例について看護実践を行った一場面を取り上げ、個別性を考
慮しながら必要な看護実践とその根拠について述べることができる。（ケアする力）
（意思決定を支える力）
③基本的なケースレポートの書き方を理解し、倫理的配慮をしてレポートが作成でき
る。

倫理目標「看護者の倫理綱領　条文2、条文8」

内容・方法 講義・演習（個人・グループワーク）

期待する実践力 ニーズを捉える力・ケアする力・意思決定を支える力

評価方法 ラダー評価表・研修後アンケート・課題レポート

評価基準 研修前後のラダー評価表の変化・レポート採点基準に基づいて評価し６０点以上合格

参考書
レポートの書き方（図書の選定は自由とする）
野川道子編著：看護実践に活かす中範囲理論，メヂカルフレンド社，2016.

研修シラバス



研修名 小児看護Ⅲ

対象ラダー ラダーⅢ

受講条件 小児看護Ⅱ修了者

日時 平成　31　年　6月　12日　（水）　　及び　　平成　31　年　10月　2日　（水）

場所 大会議室

担当 教育委員（部署　：NICU)　

講師 要綱参照

研修概要・ねらい

三次救急、周産期部門の稼動など小児センターの役割が拡大し、生命倫理や意思決定に関す
る倫理的問題に遭遇する頻度も高くなってきている。看護師は、子どもと家族の知る権利及び
自己決定の権利を尊重し、その権利を擁護する立場にある。そして常に、子どもの最善の利益
に基づいた意思決定ができるよう患者・家族を支援する必要がある。意思決定支援において看
護師は、単に児や家族が意思決定できるよう促すだけでなく、そのプロセスにおける児と家族の
揺らぎを理解して寄り添い、その決定を尊重することが重要となる。
本研修の対象が目指す「ラダーレベルⅣ」では、幅広い視野で予測的判断をもって看護を実践
することが求められる。そこで本研修ではラダーレベルⅠ～Ⅲで養ってきた倫理的問題への対
処能力を基礎に、より幅広い視野で子どもと家族の意思決定プロセスにおける看護実践ができ
る能力を養うことをねらいとする。

到達目標

①臨床で遭遇する倫理的ジレンマについて幅広い視野で予測的な状況判断のもと情報を収集
し、状況を多面的にとらえることができる。(ニーズをとらえる力）
②倫理的問題について法律や社会規範など社会的背景を踏まえて分析し、関係する職種との
カンファレンスを効果的に運営できる。（協働する力）
③意思決定プロセスにおける倫理的ジレンマについて臨床倫理検討シートを用いて分析し、具
体的な対応策が提示できる。（ケアする力）（意思決定を支える力）
倫理目標「看護者の倫理綱領　条文8」

内容・方法 講義・演習(グループワーク）

期待する実践力 ニーズを捉える力・ケアする力・協働する力・意思決定を支える力

評価方法 ラダー評価表・研修後アンケート・研修後課題（臨床倫理検討シートを使用しての事例検討）

評価基準 研修前後のラダー評価表の変化・レポート採点基準に基づいて評価し６０点以上合格

参考書

事例検討の進め方　臨床倫理検討シートを使って
URL：http://clinicalethics.ne.jp/cleth-prj/img/pdf_active_03.pdf

日本小児看護学会ホームページ「小児看護の日常な臨床場面での倫理的課題に関する指針」
URL:http://jschn.umin.ac.jp/care_manual.html#care_manual06

日本看護協会ホームページ内の、看護実践＞看護倫理＞「看護者の倫理要綱」
URL：http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/rinri.html

日本看護協会ホームページ内の、看護実践＞看護倫理＞「看護職のための自己学習テキスト」
URL：http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/text/index.html

研修シラバス



研修名 救急看護Ⅰ

対象ラダー ラダー未認定

受講条件 新規採用看護師

日時 2019　年　5　月　29　日　（水）　午前または午後

場所 大会議室

担当 教育委員　（部署　32病棟/31病棟 ）

講師 杉浦副師長（手術・中材）　

研修概要・ねらい

当センターは小児看護・救急看護・家族看護を研修の3本柱として看護師
の育成を行っている。三次救急の開始に伴い、ERでの救急対応や入院
中の急変または重症化するケースが増加している。そのため、全職員が
対応できる知識と技術を要する。
当研修は新規採用看護師が、院内で急変時に対応できる能力を養うこと
をねらいとし、入職後早期に救急カートの保守・点検と急変時に必要な知
識を学び、成人のBLSに加え、新たに小児のBLS習得も目指す。

到達目標

①成人及び小児に対するBLSの知識と技術を理解する。
②小児センターの救急カートの保守・点検に必要な知識を理解する。

倫理目標「看護者の倫理綱領」
条文８、条文９

内容・方法

【内容】
①講義：急変時の対応
②講義：救急カートの保守・点検に必要な知識
③演習：BLSの演習（成人・小児・新生児）
　　　　　　　　AEDを使用したBLS対応

【方法】
講義で知識を得たあと、成人・小児・新生児のBLSの技術を理解するため
に、DVDを活用し人形を用いて実践する。

期待する実践力 ケアする力・協働する力

評価方法 ラダーレベルⅠ自己評価表、研修後アンケート

評価基準 研修前後のラダー自己評価表の変化

参考書 BLS（2015）アルゴリズム

研修シラバス



研修名 救急看護Ⅱ

対象ラダー ラダーレベルⅡ認定者（AMのみ聴講可）

受講条件 リーダーナースとしての役割を担っているもの

日時 2019 年　11　月　20　日　（水）

場所 大会議室

担当 教育委員　（部署　32病棟/31病棟 ）

講師
①集中治療科　池山貴也医師
②小児救急認定看護師　山腰伴子（外来）

研修概要・ねらい

三次救急の開始に伴い、ERでの救急対応や入院中の急変または重症化
するケースが増加している。リーダーナースとして役割を担っているもの
は、状況の特性を踏まえ、急変時にはリーダーシップを発揮しなければな
らない。
急変時の連絡体制や発見時の初動については救急医による病棟救急シ
ミュレーションで行っている。そこで本研修では、講義と事例を通して状況
を踏まえ優先度を判断するアセスメント能力や急変時に多職種と連携し、
リーダーシップを発揮できる能力を養うことをねらいとする。

到達目標

①緊急度・重症度の判断に必要なアセスメント方法について理解する。
②急変時に多職種と連携しリーダーシップを発揮できる方法を理解する。
③看護チームにおける急変時のリーダーシップについて理解する。

倫理目標「看護者の倫理綱領」
条文８、条文９

内容・方法

【内容】
講義：重症患者の観察とアセスメント、急変時のリーダーシップ
演習（グループワーク）：重症度判断～病棟での緊急対応

【方法】
午前中講義、午後からグループワークで急変時のリーダーシップの対応
について事例検討を行い、各グループごとの発表までを行う。

期待する実践力 ニーズを捉える力・ケアする力・協働する力

評価方法 ラダーレベルⅢ自己評価表、研修後アンケート

評価基準 研修前後のラダー自己評価表の変化

参考書
奈良間美保他：系統看護学講座　専門分野Ⅱ　小児看護学概論　小児臨
床看護総論　第12版　医学書院

研修シラバス



研修名 小児と家族の看護

対象ラダー ラダーⅣ・Ⅴ

受講条件 小児看護Ⅲ及び家族看護Ⅲ修了者

日時 平成　31　年　8月　28日　（水）

場所 大会議室

担当 教育委員（部署：NICU/22病棟）

講師 要綱参照

研修概要・ねらい

当センターは、小児看護・救急看護・家族看護を看護の3本柱として、看
護師の育成をしている。当研修は3本柱の中の小児看護と家族看護を統
合し、より複雑な状況における患者とその家族に対して、最新の知見を取
り入れた創造的な看護実践について考えることをねらいとしている。

到達目標

①小児看護と家族看護を統合させて、より複雑な状況において最適な手
段を用いてQOLを高めるための看護を実践するために必要な情報収集
の視点を理解する。（ニーズをとらえる力）
②より複雑な状況において最新の知見を取り入れた創造的な看護を実践
するために求められる能力と多職種連携でのリーダーシップについて理
解できる。（ケアする力）（意思決定を支える力）（協働する力）
③部署内でより複雑な事例に遭遇した際に、教育的な姿勢で他のスタッ
フを支援することができる。（協働する力）
【倫理目標】「看護者の倫理綱領」
条文4　条文9　条文10

内容・方法
講義・演習（グループワーク）

期待する実践力 ニーズを捉える力・ケアする力・協働する力・意思決定を支える力

評価方法 ラダー評価表・研修後アンケート・研修後課題（看護実践報告）

評価基準
研修前後のラダー評価表の変化
研修後課題は学会・あちゃめっく報告会での実践報告をもって課題達成と
する

参考書
小児看護・家族看護に関するテキスト
ファシリテーションに関するテキスト

研修シラバス



研修名 家族看護Ⅰ

対象ラダー ラダーレベルⅠ　聴講参加可

受講条件 なし

日時  2019 年　9　月　4　日　14：00～16：00

場所 大会議室

担当 教育委員（部署　外来/31病棟）

講師 家族支援専門看護師

研修概要・ねらい

当センターは、小児看護・救急看護・家族看護を看護の3本柱として、看護師の育成
をしている。当研修は3本柱の一つである家族看護を深めていくための研修である。
家族看護Ⅰでは、家族看護の基礎知識を深めていくために、講義を通して以下の3
点を理解することをねらいとする。
・家族看護の概念
・家族周期から見た家族の発達段階

到達目標

①家族看護の概念と必要性を理解する
②家族周期から見た家族の発達段階と課題を理解する

【倫理目標】「看護者の倫理綱領」
条文2　条文8

内容・方法

講義
「家族看護とは ‐家族看護の必要性と家族の発達理論」

期待する実践力

ニーズを捉える力・ケアする力・意思決定を支える力

評価方法
ラダー自己評価表

評価基準
研修前後のラダー自己評価の変化

参考書
鈴木和子．渡辺裕子著：家族看護学‐理論と実践‐第4版．日本看護協会出版会．
2012．

研修シラバス



研修名 家族看護Ⅱ

対象ラダー ラダーレベルⅡ　聴講参加可

受講条件 家族看護Ⅰ受講修了者　または　師長が推薦する者

日時 　2019　年　9　月　25　日　14：00～16：00

場所 大会議室

担当 教育委員（部署　外来/31病棟）

講師 家族支援専門看護師

研修概要・ねらい

当センターは、小児看護・救急看護・家族看護を看護の3本柱として、看護師の育成
をしている。当研修は3本柱の一つである家族看護を深めていくための研修である。
家族看護Ⅱでは、家族看護Ⅰで理解した基礎知識を基にしながら、講義を通して以
下の2点を理解することをねらいとする。
・個別性を踏まえて家族看護を実践していくために必要な知識
・家族の発達段階・課題に沿った家族支援を行うための理論と方法論を理解した上
でアセスメントし、看護実践できる能力を養う

到達目標

①家族看護を行うための理論と方法論を理解し、情報収集とアセスメントに必要な知
識を理解する
②個別性を踏まえて、家族看護を実践する方法を理解する

【倫理目標】「看護者の倫理綱領」
条文2　条文8

内容・方法

講義
「家族のアセスメントと看護実践」

期待する実践力

ニーズを捉える力・ケアする力・意思決定を支える力

評価方法
ラダー自己評価表

評価基準
研修前後のラダー自己評価の変化

参考書
鈴木和子．渡辺裕子著：家族看護学‐理論と実践‐第4版．日本看護協会出版会．
2012．

研修シラバス



研修名 家族看護Ⅲ

対象ラダー ラダーレベルⅢ

受講条件
家族看護Ⅱ受講修了者　または　師長が推薦する者
また、1回目と2回目の両日出席できること。

日時
1回目　2019年10月　9日　13：30～17：30
2回目　2020年　1月　8日　13：30～17：30

場所 研修室2.・3

担当 教育委員（部署　外来）

講師 家族支援専門看護師

研修概要・ねらい

当センターは、小児看護・救急看護・家族看護を看護の3本柱として、看護師の育成
をしている。当研修は3本柱の一つである家族看護を深めていくための研修である。
家族看護Ⅲでは、家族看護Ⅰ・Ⅱで理解した家族看護の実践を実際の患者を通し
て、予測的判断をしながら、家族看護を実践できる能力を養うことをねらいとする。
1回目：家族看護における顕在的・潜在的な問題を理解し、看護実践していくために
必要な知識や視点についての講義を行う。各自持ち寄った事例について家族看護
の視点でのアセスメントを行い、顕在的・潜在的な問題を抽出し実践方法につ
いてグループワークをする。
2回目：各自が取り組んだ家族看護の実践を発表する。

到達目標

①家族周期から見た家族の発達段階と課題に沿って予測的判断をしながら、必要な
情報収集とアセスメントができる
②家族の顕在的・潜在的なニーズに応えるため、予測される問題点に対して予防的
な家族看護を実践して、家族看護の視点から評価ができる

【倫理目標】「看護者の倫理綱領」
条文2　条文8

内容・方法

【1回目：2019年10月　9日】
講義
「家族看護を実践するための必要な知識・視点」

グループワーク
「各部署の事例の共有と家族看護の視点でのアセスメント」

【2回目：2020年　1月　8日】
発表
「家族のアセスメントと実践の考察」

期待する実践力
ニーズを捉える力・ケアする力・協働する力・意思決定を支える力

評価方法
ラダー評価表・課題レポート・2回目（2020年1月8日）の発表

評価基準
研修前後のラダー自己評価の変化・研修後課題採点基準に基づいて評価し６０点以
上合格

参考書
鈴木和子．渡辺裕子著：家族看護学‐理論と実践‐第4版．日本看護協会出版会．
2012．

研修シラバス


